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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

 

國學院大學 神長美津子 

 

〇在園時間が異なる多様な園児がいることへの配慮について 

 

＜現行＞ 

２ 園児の一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮するとともに，保護者の生活形態

を反映した園児の在園時間の長短，入園時期や登園日数の違いを踏まえ，園児一人一人の

状況に応じ，教育及び保育の内容やその展開について工夫をすること。特に、入園及び年

度当初においては、家庭との連携の下、園児一人一人の生活の仕方やリズムに十分に配慮

して一日の自然な生活の流れをつくり出していくようにすること。 

 

◆一日の生活の連続性及びリズムの多様性について 

＜意見＞ 

・一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮することについて、具体的に記述してはどうか。  

２ 園児の一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮するとともに，保護者の生活形態を反映

した園児の在園時間の長短，入園時期や登園日数の違いを踏まえ，園児一人一人の状況に応じ，

教育及び保育の内容やその展開について工夫をすること。また、以下の点にも配慮すること。 

(1)（現行のもの） 特に、入園及び年度当初においては、家庭との連携の下、園児一人一人の生活

の仕方やリズムに十分に配慮して一日の自然な生活の流れをつくり出していくようにすること。 

(2)長時間在園する園児についての配慮 

・家庭や地域での幼児の生活も考慮して、短時間の園児が降園した後の午後の時間の過ごし

方を工夫する。（家庭的雰囲気、異年齢で過ごす、地域の人材や自然を活用し多様な経験を

保障していく） 

(3)降園時間が異なることへの配慮 

   ・担任の保育教諭との信頼関係の下で、園児同士のつながりをつくりかかわりを深めていく。 

(4)長時間在園する園児の保育と、短時間の園児の預かり保育と合同する場合の配慮 

   ・それぞれに配慮事項があるので、1 年間を見通した計画が必要。 

(5)短時間の園児の長期休業中の保育 

  ・家庭や地域の幼児の生活に配慮した生活 

(6)保育教諭間の連携 

・適切な指導体制を整備した上で、保育教諭が園児の生活を共有し、生活の連続性を確保する。 

(7)保護者の理解と協力 

  ・在園時間の長短、入園時期や登園日数が異なる園児同士が共に生活しながら、つながりを 

深めていくことの意義を伝えて、保護者との信頼関係を作るとともに、理解と協力を得るようにす 

る。 
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〇２歳児から３歳児への移行にあたっての配慮について 

 

＜現行＞ 

１ 集団生活の経験年数が異なる園児に配慮した０歳から小学校就学前までの一貫した教

育及び保育 

幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行うに当たっては，次の事項について

特に配慮しなければならない。 

１ 当該幼保連携型認定こども園に入園した年齢により集団生活の経験年数が異なる園

児がいることに配慮する等，０歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を園

児の発達の連続性を考慮して展開していくこと。 

 

◆異なる生活経験の園児が一つの学級を編成していくことになる２歳児から３歳児への移行 

において、配慮すべき事項等について、どのように考えるか。 

＜意見＞ 

(1)保育教諭等が園児一人一人の状況を把握し、その状況に応じた柔軟で応答的な環境の構成

やそれぞれの発達の課題に即した指導を行う。 

(2)2 歳児後半から 3 歳児以上の園児との交流の機会を作りながら、園児一人一人が期待をもって

3 歳児学級に進級できるようにする。 

(3)3 歳児学級では、担任の保育教諭の回りに集まって楽しく過ごす時間をつくりながら、担任の保

育教諭との信頼関係を築くとともに、園児同士のつながりをつくっていく。 
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 第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

 

千葉大学 砂上 史子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

○ 保育ニーズの違いを超えて、すべての園児の生活と育ちを豊かにする観点をもつ。 

○ 一日の在園時間が異なる園児が「同じ学級の仲間」として園で生活し、育つことをふまえ、

1 号認定の園児と 2 号認定の園児が、別れて過ごす時間と分かれ方（降園活動）について、

園児の年齢や実態、家庭・地域のニーズ等を考慮して、よりよいあり方を検討する。 
○ 2 号認定の園児が受ける午後の保育や、「夏休み・冬休み等」の保育における保育内容（季

節の行事、地域との交流等）のうち、共通体験として貴重な機会であったり、1 号認定の

園児の生活や育ちにもよい刺激となったりすると考えられる場合には、1 号認定の園児も

参加できるように、計画する。 
 

 

 

 

 

 

【意見】 

○ 2 歳児から 3 歳児は、学級規模、幼児：保育者の人数が変化し、少人数の生活から集団生

活へと移行することとなるため、園児の安心感等のため、2 歳児クラスでの様子をよく知

る保育者が 3 歳児クラスの担任となったり、3 歳児学年にかかわったりする等、人的環境

の連続性を保つ工夫をする。 
○ 家庭から離れて集団生活が初めてとなる 3 歳児に対しては、園生活のリズムや園での生活

習慣の獲得における個人差を考慮し、個々のペースに合わせた個別の対応が可能となる保

育者の配置を工夫する。 

〇在園時間が異なる多様な園児がいることへの配慮について 

◇一日の生活の連続性及びリズムの多様性について 

 一日の生活の連続性やリズムの多様性に配慮した教育及び保育について、以下の点からどのよ

うに考えるか。 

・特に、園生活において降園時間が異なる午後の時間の在り方や配慮、工夫について 

・上記を踏まえた指導計画作成上の配慮や工夫について 

◇保育教諭の連携や、環境等の工夫について 

 一日の生活の中で、保育教諭の交代や、それによる環境の構成上の連続性等について、以下の

点からどのように考えるか。 

・保育教諭が園児の生活を共有し、生活の連続性を確保することについて 

・朝夕などの活動内容や環境の構成等の工夫について 

 

 

〇２歳児から３歳児への移行にあたっての配慮について 

異なる生活経験の園児が一つの学級を編成していくことになる２歳児から３歳児への移行 

において、配慮すべき事項等について、どのように考えるか。 
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【意見】 

○ 保護者が子育ての楽しさを感じたり、保育内容の意味や子どもの成長を実感できるように、

生活形態（就労状況等）の違いに配慮しながら、保護者が日常の保育に触れたり、園行事

に参加したりできる機会とその内容を工夫する。 

○ 保護者の保育参加とともに、保護者が園とともにして、園行事や子育て支援の活動を計画、

運営する等の参画も図ることを通して、子育ての喜びを感じたり、保護者同士の連携、協

働につなげたりする。 

 

 

 

 

 

【意見】 

○ 子育て支援の多様なニーズの存在をふまえ、より専門的支援を要するケースに関しては、

専門職・専門機関につなげるよう、日頃より連携を図る。 

○ 自治体等と協力し、園で実施している広場事業に定期的に保健師、保育カウンセラー等が

参加し、園において気軽に保育者以外の専門家に相談できる体制を作る。 

○ 子育て支援における「予防」的機能を重視し、園における子育て支援がサポート源として

保護者の安心感につながるように、園の存在を知らせる広報活動や参加しやすい・参加し

たくなる活動内容の工夫をする。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇子育ての支援について 

◇在園児の保護者に対する子育ての支援について 

 在園児の保護者への子育ての支援において、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、以 

下の点について配慮や工夫等をどのように考えるか。 

・子育ての楽しさが感じられるような配慮や工夫等をどのようにしていくか 

・保護者が互いに理解し合い、連携していくための配慮や工夫等をどのようにしていくか。 

また、保護者が子育ての支援をし合えるような環境をどうつくっていくか 

◇地域の保護者に対する子育ての支援について 

 地域の子育ての支援において、どのような配慮や工夫が必要か。 
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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

 

関西学院大学 橋本真紀 

 

１． 子育て支援に関連する章の創設と内容 

１）認定こども園は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育と並んで保護者に対する子育

て支援も目的とすることから、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（以下、要領）にお

いても子育て支援の章（節）を設ける必要があると考える。また、現行の要領に示されてい

る子育て支援（第 1章第 3の 6）と家庭との連携（第 3章第 211）の内容を１つの章にまとめ

て記載してはどうか。 

２）現行の要領には、子育て支援の展開において、家庭との連携や子育てへの支援における基本

姿勢が示されていない。「教育及び保育の意図などの説明を通じ、保護者との相互理解を図る

よう努める」（第 1 章第 3の 6 イ）ことは示されているが、保護者との相互理解が成立するた

めには、保育教諭が保護者の理解に努めることも必要である。また、現行の解説書において

保護者の子育て支援における原理が示されており、専門的な価値・原則に基づき支援を展開

するために重要であるが、ソーシャルワークの原理として記載する必要はないと考える。 

３）現行の解説書には、子育て支援のため、（中略）職員が相応にソーシャルワーク機能を果たす

ことも必要となると記述されている。しかし、特別なニーズを有する家庭への支援等におけ

る保育教諭の働きは、他の専門機関等との連携であり、地域においてその家庭を核としたサ

ポート体制を構築しそのマネジメント（を含むソーシャルワーク）までを担うことは少ない。

ソーシャルワークという用語を使用するよりも、保育教諭、またその他職員が、幼保連携型

認定こども園において地域の他の機関等とどのように連携して家庭の子育てを支えるのかを

具体的に解説書に記述する方が保育教諭の働きを支持すると考える。 

４）上記に関連して、幼保連携型認定こども園における保育教諭の子育て支援は、幼児教育や保

育の専門性を基盤とすることを要領に明示する必要がある。 

 

２． 在園児の保護者に対する子育ての支援について 

【要領の内容】 

１）「保護者及び地域の子育てを自ら実践する力を高める観点に立って」（第 1 章第 3 の 6）とい

う文章は、意味がとりにくいため修正が必要ではないか。 

例：「保護者及び地域（の家庭）が子育てを自ら実践する力を高める観点に立って」 

２）「教育及び保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の

向上に寄与するだけでなく、地域社会における家庭や住民の子育てを自ら実践する力の向上

及び子育ての経験の継承につながることから、これを促すこと」（第 1 章第 3の 6ウ）という

文章も意味がとりにくいため、「教育及び保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護

者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与する」ことと、後半の地域の子育て力の向上を区

別して記載してはどうか。 

３）上記に関連して、「行事などの様々な機会を活用し、保護者が地域の人々と相互に支え合いな

がら子どもを育てるきっかけが得られるよう工夫する」ことを挿入してはどうか。 

 ⇒20 代後半から 40 代前半の子育て世代の約 4 割は、転勤等により 5 年間で移動していること
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から（第 7 回人口移動調査報告書 2011）、都市部に限らず多様な地域で子育て家庭と地域社

会の関係が希薄であることも予想される注。災害時におけるセーフティネットの観点からも

家庭が地域社会とつながるきっかけを提供することは地域子育て支援の役割の一つであると

考えられる。また、高齢化が進む地域社会において子育て期にある家庭の保護者（会）が地

域社会資源として活躍することも期待される。なお、現行の要領の保護者と地域社会の連携

は、園児が豊かな生活経験を得られること（第 3章第２の 11）、特別なニーズを有する家庭へ

の支援（第 1章第 3の 6②イ）を目的としている。 

 

【解説書の内容】 

１）幼保連携型認定こども園は、移行期（創設期）にあることから、保護者が不安を感じること

も少なくない。そのような状況に配慮して、行事や保護者会等多様な機会を活用し生活形態

が異なる保護者（1 号認定、2号認定、3号認定の保護者）間の相互理解や交流が深まるよう

工夫することについて、より詳細に解説を行ってはどうか。 

⇒現行の解説書は、教育および保育の活動への保護者の参加について、保護者の生活形態の違

いに配慮して活動の内容に工夫すること、活動時間や日程に幅を持たせるという解説にとど

まっている。 

例：実際の工夫としては、 

・3 号認定の保護者が 3 歳児クラス以上の「保護者の園への関わりや保護者間の関係に見通

しが持てるように」行事や保護者会の取組を工夫する。夕涼み会、運動会等への参加のみで

なく、その準備の様子もみてもらう。 

・日常場面、行事、空間等で交流を意識する他にも、保護者会、園の行事等の運営委員会等

に多様な生活形態の保護者に委員として参加してもらい、「一緒に決める」。そのための委員

会の持ち方（開催時間、手段等）を工夫する。 

  ・園からの伝達事項は、同時に同じように伝わるように場、機会、手段を選定する。 

２）「保護者」という用語には、母親、父親、その他養育を担う者が含まれることを再認識できる

よう解説する必要がある。父親同士の関係が保護者間の相互理解のきっかけになることを解

説書等で紹介するなども一つのアイディアと考えられる注。 

※家庭の生活形態の違いに影響するのは、主として母親の働き方であるが、それは日本の社

会的課題を反映していると考えられ、そのことに留意して記述する必要がある。 

３． 地域の保護者に対する子育ての支援について 

１）現行の要領第１章 3の 6②イ、および第 3章第 2の 11 に記載されている「子育て支援に関す

る地域の人材の積極的な活用を図るように努める」は、「子育て支援に関する地域の人材と積

極的に連携を図るように努める」と地域資源との関係を適切に表現する必要があると考える。 

２）幼保連携型認定こども園における地域子育て支援は、別表に示すように地域資源の充実にあ

ると考えられる。それらの取組において、「行事などの様々な機会を活用し、地域の親子が地

域の人々と相互に支え合いながら子どもを育てるきっかけが得られるよう工夫する」ことを

挿入してはどうか。 

幼保連携型認定こども園は、１号、2号、3号認定の生活形態が異なる家庭が在籍することに

加え、地域の子育て家庭を対象とした子育て支援に取り組むことも定められている。そこに

地域の人々が参画する機会（地域の行事の開放等）があれば地域の結節点の一つとして機能
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する可能性を有している。そのような幼保連携型認定こども園の地域子育て支援における特

性を要領、もしくは解説書に記載してはどうか。ただし、幼保連携型認定こども園の主幹保

育教諭や地域支援担当保育教諭が園内の業務と兼務しながら、地域資源のマネジメント（コ

ミュニティ・ベースド・ソーシャルワーク）までの働きを担うことは困難であることから、

保育教諭は、教育・保育の専門性や幼保連携型認定こども園が有する資源（人材・物理的環

境・行事等）を活かしながら、多様な地域資源と連携して子育て家庭が地域の人々とつなが

るきっかけをつくる働きを担うことを示しておく必要がある。 

以上 

 

注 地域子育て支援拠点事業の「ひろば」を訪れる母親の約 7 割は、自身が生まれ育った市町村

ではない地域で子育てをしているという報告もある（子育てひろば全国連絡協議会 2015）。

「アウェイ育児」と呼ばれている。 

参考文献 

 国立社会保障・人口問題研究所（2011）2011 年社会保障・人口問題基本調査 第 7回人口移動

調査報告書 P11. 

 

表 地域子育て支援にかかわる事業や取り組みの比較 

 

施設 義務・努力義務 事業内容 職員配置 機能

保育所

努力義務

・地域の子育ての拠点としての機能

　子育て家庭への保育所機能の開放

　子育て等に関する相談や援助の実施

　子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進

　地域の子育て支援に関する情報提供

・一時保育

なし

幼保連携型認定こども園

義務

・保護者からの相談に応じ必要な情報提供及

　び助言を行う事業

・一時預かり事業

・ファミリー・サポート・センター事業

・援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情

　報の提供又は助言を行う事業

1名

【基本事業】

・子育て親子の交流の場の提供と交流促進

・子育て等に関する相談、援助の実施

・地域の子育て関連情報の提供

・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

【加算事業】

・地域の子育て拠点としての地域子育て支援活動の展

開を図るための取組（一時預かり事業、放課後児童クラ

ブ等拠点施設で一体的に実施し、関係機関等とネット

ワークを図るなど。

・出張ひろば

専任2名

・地域支援の取組

地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するため、

地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係

機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築

を図るための以下に掲げるいずれかの取組を実施する

場合に別途加算の対象とする。

利用者支援事業

義務

ア 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報

の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教

育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用

できるよう実施することとする。

イ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供し

ている関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくり

を行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の

発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める

こと。

ウ 利用者支援事業の実施に当たり、リーフレットその他

の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施

し、広くサービス利用者に周知を図るものとする。

エ その他利用者支援事業を円滑にするための必要な

諸業務を行うものとする。

専任1名

地
域
資
源
の
充
実

地
域
資
源
の
コ
ー

デ

ィ
ネ
ー

ト

地域子育て支援拠点事業

義務
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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

 

浦安市立猫実保育園 三代川 紀子 

 
 
○在園時間が異なる多様な園児がいることへの配慮について 

◇一日の生活の連続性及びリズムの多様性について 

◇保育教諭の連携や、環境等の工夫について 

 ・午後の活動時間も見越したカリキュラムの作成や１４時以降から保育する職員も

指導案作成時に参加することは必要ではないか。 
 ・午前中の活動等での活動の様子や、その他気になったこと等の具体的な引き継ぎ

（口頭もしくはノート等の活用）。 
 ・子どもの一日を見越した中では、静と動の活動は不可欠と考える。また、一人一

人のねらいや今、大切にしていることの共有は重要と思う。自由遊びの中にも、

ねらいを明確にしたうえでの環境設定の充実。また、１号認定児も含めた、翌日

の遊びへとつながる環境設定の充実。 
 
○２歳児から３歳児への移行にあたっての配慮について 

 ・小規模保育所や家庭的保育等からの転園児も考えられることから、その子どもに

とっての連続性を考えていけば、その保育機関との連携をとっていくことはもち

ろんだが、保育児童要録のような書式も活用してはどうか。 
  
○子育ての支援について 

 ・子育て支援担当職員から、まずは保護者との関係を作り、その保護者の得意分野

を引出し、地域に向けて発信できるようにしてはどうか。また、コミュニケーシ

ョンが取りづらい保護者に対しても、親の気持ちをどう開くか対応を考えていき

ながら、その後保護者同士で関わりがもてるような関係がとれるとよい。 
 
○その他 

・０歳児から３歳児未満児の記載の充実 
 
・養護の重要性 
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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

 

 奈良教育大学 横山 真貴子 
 

〇在園時間が異なる多様な園児がいることへの配慮について 

◇一日の生活の連続性及びリズムの多様性について 

・園生活において降園時間が異なる午後の時間の在り方や配慮、工夫について 

◇保育教諭の連携や、環境等の工夫について 

●園での生活（生活する集団：生活の有り様）の区切り（メリハリ）をつけながら、園児一人一人

の生活リズムをつなぐ。 前提：園児の発達過程、入園時などの時期への配慮。 

○子どもにとって「タテ」と「ヨコ」の生活の流れ 

  ・園児一人一人の一日の生活の流れ（タテ）：家庭との連携 

   園児一人一人の個別の記録（指導計画）（例：ラーニング・ストーリー）  

→ 在園児の保護者への子育て支援：子どもの育ちの過程を可視化。子育ての喜びを伝えるツールに。 

・園としての生活の流れ（ヨコ）：各生活時間帯の位置づけを明確にしつつ、一日の生活の流

れをつくる（例：光の時間：ゆうゆうのもり幼保園・わくわくタイム：あいじつこども園）。 

  生活時間帯のネーミングは、園児にとっても生活の切り替えが分かりやすい。 

 → 指導計画作成へ 

○区切り（メリハリ）とつながり   ＊何の区切りをつけ、何をつなぐのか。 

・学級での生活：短時間の園児の降園前に、学級で集まり、一日を振り返り、明日の学級で

の生活の見通しを持って、それぞれの生活に分かれていく（短時間児：降園、長時間児：午後の

保育）。 

その後の遊びや保育の様子は、翌日、学級の子どもに伝える。特に、学級全体の遊びや

活動に関わることは、翌日、学級で共有する時間をもつ（担任、園児が伝え合う）（例:あいじ

つこども園）。（子どもは、友達と共に創る遊びにおいては、その友達との合意の中で、友達がいない時間

の継続の可否･内容を決めるように思う。） 

教育課程に係る時間外の遊びや家庭での経験（保護者との連携 例：いかだの作り方を保護者

と調べる）を持ち込むことで、学級での遊びが豊かに展開する。多様な園児の存在とその経

験が、遊びを面白くする。 

・生活の場所、担当の保育教諭：「今日」の経験は区切りをつけながら、園生活の「これまで」

「昨日」の経験とつなぐ（例：ゆうゆうのもり幼保園）。 

・教育及び保育の内容：安心してゆったりと過ごせる場所と時間の確保は前提としながらも、

こども園という１つの社会の中で、学級とは異なる子ども集団や保育者と出会い、生活す

る、園児の経験が広がる時間でもある。多様な園児の交流ならではの育ち合いも見られる

（異年齢保育：あこがれ、思いやる姿）。 

遊びや活動の内容は、教育課程に係る時間での内容と切り離すのではなく、ゆるやかに

関連を持たせながら、異年齢、小グループ、地域の人との出会いなど、この時間帯ならで

はの経験ができる内容を積極的に位置づける（岡村先生資料 2016/07/06 p.3 コアタイムの余韻

を持ちつつ、もう一つ遊びの山を作る）（例：七夕かざりづくり）。 
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●地域とのつながり 

・園を地域コミュニティの拠点に：特に、教育課程に係る教育時間外、期間外は、園を地域に

ひらく、園に地域を呼び込む機会では。 

 

  

〇その他 

 全体として、幼保連携型認定こども園では、 

・今まで以上に個を大切にしながら、集団（社会・地域）を形成する：園児一人一人の育ちを個

別に丁寧に追いながら（個人記録）、一人一人を束ねる「学級集団の育ち」、さらには「園での

育ちの記録」（全体的な計画）の作成が求められる。こども園としての理念の明確化。 

  こども園の園児や保護者の多様性は、その地域の子育て家庭の多様性を反映する。園での教

育・保育のあり方が、その地域の子育て力の向上につながる。 

 → 地域コミュニティの拠点 

 

・遊びの充実：多様な背景をもつ園児がつながりあい、学級として一つにまとまっていく関係を

築くのが、全ての園児が生活を共にする教育課程に係る教育時間においてである。そこで、多

様な生活経験や興味を持つ園児をつなぐのは、魅力的な遊びである。面白い遊びは、子どもを

引きつける。遊び（もの）の共有は、同じ場にいる友達への関心を生み、つながりをつくる。 

← 教材研究の重要性（幼稚園教育要領の改訂） 

保育者との信頼関係が築かれ、園環境を見渡す余裕が出てきた頃、「面白そう！」「やってみ

たい」、子どもがそう思える遊びをしかけることができるか。環境を構成する保育者の力量が問

われる（例：砂場 一定の広がりのある空間の中で、子どもの経験、発達の過程に応じて、多様な砂、水等と

の関わりが可能）。 

 

・保育者の力量形成：研修の重要性。園内、園外の研修。実際に保育を見合って学び合う公開保

育。他園、他機関との連携（大学など）。  

→ 地域で保育者を支える仕組み・ネットワークの形成 

 

以上 
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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

 

 認定こども園ゆうゆうのもり幼保園 渡邉英則 

 

〇在園時間が異なる多様な園児がいることへの配慮について 

 

◇一日の生活の連続性及びリズムの多様性について 

・特に、園生活において降園時間が異なる午後の時間の在り方や配慮、工夫について 

 

降園する園児がいると、保護者への連絡も含め、降園する園児や保護者に、保育教諭の 

意識が向く。園に残っている園児に対しての配慮が必要。 

保護者の迎えを長い間待つような時間は、園児にとって酷である。そのような保育にな 

らない配慮が必要。 

   午後の時間は使い方によって、これまでの幼稚園や保育園ではできにくかった教育・保 

育が可能になる。柔軟な発想で、教育・保育を考えていく。 

  例：  何日間か園の近くにある林や公園など、自然などに触れる経験をするなど、森の 

        幼稚園的な活動を試みる 

１号認定こどもの保護者ボランティアを募り、子どもたちとおやつ作りをするな 

ど、ちょっとしたイベント的な活動を企画する 

     養成校などの学生が、劇を見せてくれるなど、子どもとかかわる機会として生か 

す長期休暇中の教育・保育をどのような体制で、どのように行うかを工夫する。 

  例： 夏休みだからこそ可能な保育 

     職員体制を工夫することによって、園内研修等に生かす 

        

・上記を踏まえた指導計画作成上の配慮や工夫について 

  

指導計画が毎日同じような活動の繰り返しとなるような硬直化した保育にならないよう 

な工夫が必要 

 可能であれば専任の保育者が担当するようにし、それもできれば学級担任等を経験した 

保育教諭が担当すると、指導計画の作成などで柔軟な対応が可能になる。 

 長時間の保育では、可能であれば、教育課程の時間に過ごす場所から、午後の時間に過 

ごす場所に移動するなど、それぞれの時間に合わせて環境を変え、その時間ならではの遊 

具や遊びの環境を整えておくことが望ましい。 

 

◇保育教諭の連携や、環境等の工夫について 

   一日の生活の中で、保育教諭の交代や、それによる環境の構成上の連続性等について、 

以下の点からどのように考えるか。 

・保育教諭が園児の生活を共有し、生活の連続性を確保することについて 
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 園全体の保育方針や保育内容等に、園長や主任が配慮する。特に長時間を担当する職 

員や非常勤職員の声や意見も生かせるような園の体制をつくる。 

連携の仕方に工夫が必要。園児の生活を共有し、生活の連続性を確保するためには、 

保育教諭にも生活が変化する時間帯をまたいで担当するものがいるなど、子どもの視点 

から教育・保育を考えるような配慮が求められる。 

 紙ベースの連絡はもちろん重要だが、各部署を担当する主任やフリーが、昼食の時間 

などに、一緒に食事をしながら情報交換などを行うなどの工夫があるといい。 

  幼保連携型認定こども園としての研修体制を確立して、保育者同士が子どもの生活を 

理解し、学び合うような機会を設ける。 

  

・朝夕などの活動内容や環境の構成等の工夫について 

     家庭的で養護的なかかわりができるような配慮が必要。受け入れ、または引き渡しば 

かりに注意が向き、在園している園児への配慮を怠らないようにする。 

     保護者からの情報をきちんと受け止め、家庭での生活との連続性にも配慮する。 

    朝や夕方にどのような保育内容や教材が必要かを丁寧に研究する必要がある。（たとえ 

ば、カルタやトランブ、パズルなど、ゆったり過ごせるような環境は必要） 

     その一方で、家庭的ということばかりが強調されすぎて、一人ひとりの子どもの思い 

や活動への期待感などを失わせないように配慮する。 

  

・上記を踏まえた一日の生活の組み立てに係る工夫について 

     保育者自身が一日を過ごした時に、楽しいと思える生活を組み立てていく。子どもに 

だけ強制するような生活にしない。 

  地域や家庭との連続性を意識し、生活の中の偶然性や突発的な出来事を生かす保育を 

心がける。 

 

〇２歳児から３歳児への移行にあたっての配慮について 

 

異なる生活経験の園児が一つの学級を編成していくことになる２歳児から３歳児への移 

行において、配慮すべき事項等について、どのように考えるか。 

 

     各園の状況に応じて、できうる配慮を探る。 

     一時保育や親子登園など、新しく入園する園児が、４月までに園生活に慣れるような 

    配慮をする。 

     ２歳から３歳への進級に関しては、２歳の時の保育教諭が３歳も受け持つなど。職員 

    の配置にも配慮する。 

     ２歳児と担当と、３歳児の担当との連携を密にして、移行がスムーズに行われるよう 

    配慮する。 

     配慮が必要と思われる園児に対して、丁寧に進級した後の生活を伝え、その子どもに 

    対して必要な配慮を行う。 
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〇子育ての支援について 

 

◇在園児の保護者に対する子育ての支援について 

   在園児の保護者への子育ての支援において、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、 

以下の点について配慮や工夫等をどのように考えるか。 

・子育ての楽しさが感じられるような配慮や工夫等をどのようにしていくか 

  

     保育者がまずは子どもとの生活をおもしろがる。 

     そのおもしろさを園からどのように発信していくかを工夫する。 

   （園便りや園での掲示物などで、写真の使用等に理解を求める） 

     誕生会への参加、保育参加や行事のお手伝いなど、子どもとかかわる機会を設ける。 

     保護者の子育ての大変さを受け止めながら、それを園と一緒に乗り越えることの楽し 

    さの共有する。 

     子育ての悩みやおもしろさを共有できる保護者同士のつながりを築いていく。 

  

・保護者が互いに理解し合い、連携していくための配慮や工夫等をどのようにしていくか。 

また、保護者が子育ての支援をし合えるような環境をどうつくっていくか 

 

     子どもの生活を豊かにしていく大事さに理解を求める。 

     そのために保護者のお手伝いが必要であることを伝える。 

     園からの情報は、（保護者の雇用・非雇用の区別なく）すべての家庭に同じように伝え 

    ることを原則とする。 

     お互いを思いやれるような情報発信の仕方を工夫する。 

     園の行事だけでなく、おやじの会など、サークル活動を通して、保護者が一緒に活動 

    する機会を生かし、そのことが楽しいと思えるような配慮をする。 

     保護者会や行事などで、保護者同士が話し合う機会を、意図的に作る。 

 

◇地域の保護者に対する子育ての支援について 

   地域の子育ての支援において、どのような配慮や工夫が必要か。 

 

     一時保育や親子で遊ぶ企画など地域の親子が園を利用する機会を設ける 

     子どもを通して、保護者の子育てに対する思いを知る。 

     地域の保護者同士、もしくは在園の保護者と地域の保護者が知り合うような機会を設 

    ける。地域の子育て支援拠点などと連携をする。 

 

〇その他 

 

 幼保連携型認定こども園固有の内容や事項として、上記以外にどのようなことが特に考え 

られるか。 
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      幼保連携型認定こども園が幼稚園でも保育園でもないという､幼保連携型認定こども 

    園に対する保護者の理解が必要｡ 

 

      給食の考え方 

        １号と２号とで､お弁当と給食に分かれたりする場合の配慮が必要｡ 
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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 
大妻女子大学 阿部和子  

検討課題 課題に対する意見 
１．在園時間が異なる多様な園児

がいることへの配慮について 
 
（１）一日の生活の連続性及びリ

ズムの多様性について 
 一日の生活の連続性やリズム

の多様性に配慮した教育及び保

育について、以下の点からどのよ

うに考えるか。 
・特に、園生活において降園時間

が異なる午後の時間の在り方や

配慮、工夫について 
・上記を踏まえた指導計画作成上

の配慮や工夫について 
 
 
 

（１） 図１をもとに 
Ⅰは家庭から保育所への移行時の配慮事項－家庭生活から認定こども園

での生活への気持ちの切り替え：子どもが自ら切り替えられるように配

慮する（登園時の迎え入れ：気持ちを受け止める。昨日の続きの遊びの

痕跡が残っている環境・その環境が子どもに誘い掛けるなど） 
Ⅱはおはよう保育からおひさま保育への移行への配慮と3歳以上短時間の

子どもへの配慮－ここでは３歳以上短時間児に関してはⅠと同じ配慮

が必要。３歳未満児、３歳以上長時間児の移行に関しては、遊びが外か

ら終わりにさせられたという気持ちにならないように、子どもが自らで

遊びに区切りをつけられる時間的なゆとりを持つ。又は続きの遊びがで

きる環境とする（片付けの問題など）。保育室の移動がある場合、おはよ

う保育とおひさま保育の時間と場を、同じ保育教諭がつなぐ。 
Ⅲは認定こども園の独自性 

・この時間を豊かに過ごすこと（異なる生活背景、異年齢,異なる保育時間

など）で、異なる背景を持つ子どもが「異質と共存する（自分とは異な

る生活や考えを持っている人を受け入れる、共に生活する）」という考え

方を、生活を通して学ぶことが可能になるのではないか。－さまざまな

背景を持つ子どもたちが存分に自己を発揮しながら、お互いにお互いを

刺激し合う生活は、日々、自分とは異なる考えを意識したり、対立や話

し合いをとおして、認めたり、修正し合うことで新しい考えを作りだし

たりという内容（生活）を意識した指導計画を作成することが可能な環

境と考える。 
・上記の取り組みを通して、一部に根強い同一年齢、同一活動という考え

方から抜け出せるのではないか。ねらいとそのねらいを達成するための

内容は、同じ活動でなければならないということはない。活動はそれぞ

れでも経験してほしい内容は同じになるように教育・保育をすることが

重要になる（これまでの教育要領や教育・保育要領の内容に対する考え

方の浸透の可能性が高くなるのではないか）。 
・異年齢で様々に活動していても、それぞれの年齢のねらいにそった内容

である必要があり、子ども一人ひとりが行っている活動を通して経験し

ていることを保育教諭が理解していることが必要になる。 
Ⅳおひさま保育からぬくもり保育への移行時の配慮 
・3 歳以上長時間児にはおひさま－かぜ－ぬくもりへの移行時、遊びの連

続性や続きの遊びへの配慮、子どもの気持ちが細切れにならないように

配慮する。 
・3 歳以上短時間児の明日への期待（今日と明日をつなぐ続きの遊び） 
＊以上から、 
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子どもの視点から考えると、在園時間が異なる多様な園児がいることへ

の配慮は、与えられる時間ではなく、子ども自らが作り出す生活の時間と

して過ごすことができるかどうかではないか。一日の流れに関して言う

と、園生活の主体として、その一日一日を、自分であるいは自分たちで考

えて生活を作り上げているという実感（気持ち）が持てるかどうかが重要

になる。 
Ⅴぬくもりの時間 
・子どもの園生活は、子どもが園にいる時間すべてであることは言うまで

もない。したがって一日の流れにおいて、おはよう保育、ぬくもり保育

はおひさまの保育に付け足した時間ではなく、子どもの園生活の大切な

時間である。子どもの一日の生活のリズムにそって、園生活全体に関し

て適切な内容を考えなければならない。 

 
         図１ 認定こども園における一日の流れ（ゆうゆうの森幼保園を参照して） 

 

（２）保育教諭の連携や、環境等

の工夫について 
（２） 
・担当するクラスの子どもの生活を連続させるために、複数担任あるいは

時間 0歳児 1,2歳児 3歳以上
長時間

3歳以上
短時間

7:30 おはよう保育
随時登園

おはよう保育
随時登園

おはよう保育
随時登園

8:00

9:00 おひさま保育 おひさま保育 おひさま保育 おひさま保育

10:00

11:00

12:00

1:00

2:00

3:00

4:00 かぜの時間

5:00 ぬくもり保育 ぬくもり保育

6:00
ぬくもり保育

7:00
7:30

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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 一日の生活の中で、保育教諭の

交代や、それによる環境の構成上

の連続性等について、以下の点か

らどのように考えるか。 
・保育教諭が園児の生活を共有

し、生活の連続性を確保すること

について 
・朝夕などの活動内容や環境の構

成等の工夫について 
・上記を踏まえた一日の生活の組

み立てに係る工夫について 
 

チーム保育とする―子どもの生活時間のどの時間帯にも担任（安全基

地）がいる（担任は時間をずらして教育・保育を行うが、いない時間帯

の子どもについての情報を交換する時間を設けて、子ども理解を深め

る。あるいは、連絡ノート・黒板・ＰＣなどさまざまな道具を使って連

絡し合う） 
・園生活における安心できる空間として、変わらずにある活動の拠点とな

る場所を確保する。さらに、子どもの行動の広がりを考えて、３歳以上

長時間児と３歳以上短時間児のクラス編成の工夫（別々にしないなど）

をする。さらに、同一年齢が複数クラスある場合、ヨコのつながりを意

識する。時にクラスを取り払う内容とする。また、クラスの垣根を低く

する（情報交換の時間の確保－顔を合わせての相談や連絡、連絡ノート・

黒板・ＰＣなどさまざまな道具を使って連絡し合う）。 
・異年齢間でも同じように考えられる。 
・認定こども園ならではの多様な背景を持つ異年齢を意識した内容の検討

のための会議を開く時間を仕事の役割分担などをしながら捻出する。 
 
＊子どもの視点から園生活の充実を考えると、こども園全体が子どもの生

活の場所（変わらずにある拠点となる場所があり）としてある程度自由

に行き来できることが望ましい（時間の連続、空間の連続）。そのための

保育室の在りよう、保育教諭の担当クラスにこだわらない連携ととも

に、子どもの園生活を通して安全基地となる担任群がいる。 
２．２歳児から３歳児への移行に

あたっての配慮について 
 
異なる生活経験の園児が一つの

学級を編成していくことになる

２歳児から３歳児への移行 
において、配慮すべき事項等につ

いて、どのように考えるか。 
 

＊進級児に対して－ 
・安全基地の連続(人)―２歳と３歳の担任の持ち上がり 
・安全基地の連続（場）－２歳と３歳の保育室を同じ場所にする。又は隣

どうしとするなど。 
・2 歳児クラスより、集団が大きくなるので、小集団での保育とする。 
・普段の保育の中で、安全基地（人、場）を中心にした保育の内容を充実

させるとともに、子どもの状況を考慮しながら、異年齢との交流、園内

の他所も含んだ内容を検討する。 
・進級児が安定することが新入児の安定にもつながる。 
＊新入児への配慮 
・入園前の様々な場所での生活を考え、入園前の面談（好み、くせ、名前

の呼び方、入園前の生活の状況などを知る）に十分に時間をかける。 
・迎え入れる環境として、新入児の見慣れた玩具なども用意する。 
・保護者の園に対する要望を聞くとともに、園の方針も理解してもらえる

よう努める（保護者が園を信頼することも重要）。 
・他所（小規模事業、保育ママなど）との連携－児童言保育要録のような

もので、それまでの生活や育ちの記録を引き継ぐ。 
・家庭からの場合、子育て支援の場に積極的に参加を促す。 
・入園当初の子どもの安定のために、小さな集団でできるだけ同一保育教
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諭が保育を行う。 
 
＊以上から、不安を小さくする適度な空間、保育教諭は保護者や子どもの

不安をしっかりと受けとめて対応するために、事前にできる受け入れの

準備をきちんと整え、さらに迎え入れる具体的な環境として、なじみの

有る玩具などがあり、子どもや保護者に心を開いた保育教諭がいるこ

と。 
＊その他、3 歳未満児の保育について、あるいは 2 歳から 3 歳への移行に

対しての合同の研修会をある程度の回数で定期的に開く（3 歳未満児保

育の質の向上にも寄与する）。あるいは、保育教諭と保育士間の交換保育

などの実施（お互いを知り合うために） 
３．子育ての支援について 
（１）在園児の保護者に対する子

育ての支援について 
 在園児の保護者への子育ての

支援において、保護者の生活形態

が異なることを踏まえ、以下の点

について配慮や工夫等をどのよ

うに考えるか。 
・子育ての楽しさが感じられるよ

うな配慮や工夫等をどのように

していくか 
・保護者が互いに理解し合い、連

携していくための配慮や工夫等

をどのようにしていくか。 
また、保護者が子育ての支援をし

合えるような環境をどうつくっ

ていくか。 
（２）地域の保護者に対する子育

ての支援について 
 地域の子育ての支援において、

どのような配慮や工夫が必要か 
 

（１） 
・子育ての楽しさの質を考えておく。負担の軽減だけが必ずしも子育ての

楽しさにつながらない。そのことをどのように保護者に気付いてもらうか

（２の地域支援においても同じ）。 
・連絡帳の活用（自分の子どもについての情報への興味）－園での子ども

の生活の様子とその生活を通して子どもが何を経験しているのかを丁寧

に知らせていく。また、家庭での様子を知らせてもらう。子育てについて

の困ったことの相談にのる。 
・日々のクラス全体の様子などは、ボードフォーリオやポートフォーリオ

などを通して知らせる。 
・保育参加（期間自由）－在園児の保護者だけではなく地域の保護者にも

時間や期間を区切って開放する。 
（２） 
・参加しやすい場所づくり 
・園庭開放は、日常的に行う。そこで、こども園の子どもたちと保育教諭、

保護者と一緒にあそぶ機会とする。また、地域との交流をはかるために保

育教諭が出向いていく。時にこども園の子どもと一緒に出向いていく。 
・保育参加－保護者と一緒に、こども園の子どもたちと一緒に過ごしてみ

る。行事に参加する。給食・おやつを一緒に食べるなども。 
・相談しやすい雰囲気（関係づくり）。 
・保護者の力を支援に生かす。やってみたいと思うような雰囲気づくり。 
・時に子どもから離れて、保護者クラブ活動をしてみる（このクラブ活動

は在園の保護者にも開かれる。活動時間の工夫が必要になる）。 
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第３回検討会に向けた検討課題に対する意見 

                         和洋女子大学 鈴木みゆき 

 

 

〇在園時間が異なる多様な園児がいることへの配慮について 

◇一日の生活の連続性及びリズムの多様性について 

「午睡」について 

 現行の「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領」における「午睡」の記述を踏

襲し、「一律にしない」ことが望ましい。 

 
４歳児の 3/4、年長児の 9 割は午睡を必要としない。一方で必要とする幼児も存在す

る。 

年長児のルーティーンとなった午睡は夜の就床時刻に影響し、かつ就学後も遅寝であ

る調査結果が見られる（福田他，2000）。 

 

〇２歳児から３歳児への移行にあたっての配慮について 

発達の連続性を大切にした教育・保育が重要 

「交流から合流へ」  

台東区立石浜橋場こども園の実践例 

 2 歳児クラスから進級する 3 歳児は、4 月当初西園舎(012 歳児)のサブルームで生

活。 

3 歳新入園児は東園舎の 3 歳児クラスで生活。それぞれの生活の連続性を大切にしつ

つ、 

東園庭で遊びを通して出会い、交流した後に合流していく。 

安心して過ごす時間・空間を得た上で細やかな配慮のもと、新たな出会いを作り、遊

びを通して合流に向かう。 
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